
出場区分 ＪＰＡ階級 出場年齢カテゴリー 選手名 都道府県 生年 団体名　 国体予選 新人

ノーギア 47㎏級 Ｍ３ 1 香西 くに子 兵庫県 1957 GOLD　GYM KOBE 当確
ノーギア 52㎏級 Ｍ１ 2 宮部 要子 兵庫県 1980 GYM＆BAR  PUMP-YA
ノーギア 57㎏級 Ｍ２ 3 橋本 寿美 兵庫県 1971 パワーハウス赤穂 新人
ノーギア 63㎏級 一般 4 大槻 遥子 兵庫県 1994 マッスルプロダクション
ノーギア 63㎏級 一般 5 安田 千秋 兵庫県 1985 MAX GYM 当確 新人
ノーギア 63㎏級 一般 6 ロックハート 涼子 兵庫県 1985 川西市バーベル協会 新人
ノーギア 63㎏級 Ｍ２ 7 奥村 真弓 兵庫県 1964 マッスルプロダクション
ノーギア 53㎏級 ＪＲ 8 大澤 怜 兵庫県 2003 川西市バーベル協会
ノーギア 59㎏級 一般 9 井口 達也 兵庫県 1983 個人
ノーギア 59㎏級 一般 10 大槻 良祐 兵庫県 1988 グッドコンデション 当確
ノーギア 59㎏級 Ｍ４ 11 近藤 稔 兵庫県 1947 川西市バーベル協会
ノーギア 66㎏級 一般 12 福岡 雅則 兵庫県 1984 フジモトジム
ノーギア 66㎏級 一般 13 西村 直也 兵庫県 1982 雷神ファクトリー
ノーギア 66㎏級 一般 14 寺本 賢 兵庫県 1986 雷神ファクトリー
ノーギア 66㎏級 ＪＲ 15 藤原 隆寛 兵庫県 2002 マッスルプロダクション 新人
ノーギア 66㎏級 ＪＲ 16 大平 裕将 兵庫県 1999 グッドコンディション 新人
ノーギア 66㎏級 Ｍ２ 17 阪本 敏文 兵庫県 1971 パワーハウス赤穂
ノーギア 66㎏級 Ｍ２ 18 西田 学 兵庫県 1966 CRYSTAL POWER GYM
ノーギア 74㎏級 一般 19 中畑 博之 兵庫県 1963 GOLD　GYM KOBE
ノーギア 74㎏級 一般 20 酒井 亮 兵庫県 1990 個人
ノーギア 74㎏級 一般 21 藤賀 淳志 兵庫県 1990 雷神ファクトリー 当確
ノーギア 74㎏級 一般 22 金子 晃久 兵庫県 1960 GOLD　GYM KOBE
ノーギア 74㎏級 ＪＲ 23 備後 彰 兵庫県 1999 マッスルプロダクション 当確 新人
ノーギア 74㎏級 Ｍ１ 24 山本 了祐 兵庫県 1980 クリスタルパワージム
ノーギア 74㎏級 Ｍ１ 25 里 篤吏 兵庫県 1978 雷神ファクトリー 新人
フルギア 59㎏級 県外 26 久米 亮平 徳島県 1988 隼GYM
フルギア 83㎏級 Ｍ２ 27 福島 和文 兵庫県 1966 パワーハウス赤穂
ノーギア 47㎏級 Ｍ２ 101 餘語 てるみ 兵庫県 1969 フジモトジム
ノーギア 52㎏級 Ｍ２ 102 高松 智美 兵庫県 1971 GYM＆BAR  PUMP-YA
ノーギア 52㎏級 Ｍ２ 103 山口　純子 兵庫県 1968 フジモトジム
ノーギア 57㎏級 一般 104 西川 亜紀子 兵庫県 1976 RECON
ノーギア 63㎏級 Ｍ３ 105 長岡 基子 兵庫県 1958 PUMP-YA
ノーギア 69㎏級 Ｍ４ 106 林 久子 兵庫県 1951 雷神ファクトリー
ノーギア 59㎏級 一般 107 丸山 武 兵庫県 1981 個人
ノーギア 59㎏級 Ｍ２ 108 三永 好樹 兵庫県 1971 個人
ノーギア 59㎏級 Ｍ３ 109 北村 弘行 兵庫県 1954 尼崎パワーリフティング同好会
ノーギア 66㎏級 一般 110 伊藤 竣也 兵庫県 1999 個人
ノーギア 66㎏級 一般 111 黒住 優貴 兵庫県 1996 個人
ノーギア 66㎏級 ＪＲ 112 Miyaki R.Yuji 兵庫県 2003 個人
ノーギア 66㎏級 ＪＲ 113 楠田 悠人 兵庫県 2004 個人
ノーギア 59㎏級 県外 114 重久 元幾 大阪府 1980 個人
ノーギア 74㎏級 一般 115 高崎 将 兵庫県 1990 RECON
ノーギア 74㎏級 一般 116 山本 泰資 兵庫県 1993 個人
ノーギア 74㎏級 一般 117 三木 聖也 兵庫県 1996 個人
ノーギア 74㎏級 Ｍ１ 118 黒木 直人 兵庫県 1976 マッスルプロダクション
ノーギア 74㎏級 Ｍ２ 119 松尾 直樹 兵庫県 1963 フジモトジム
ノーギア 83㎏級 一般 120 福田 陽平 兵庫県 1992 フジモトジム
ノーギア 83㎏級 一般 121 山田 凌弥 兵庫県 1997 個人
ノーギア 83㎏級 一般 122 本多 塁 兵庫県 1996 個人
ノーギア 83㎏級 一般 123 松田 凌太朗 兵庫県 1998 個人
ノーギア 83㎏級 Ｍ１ 124 橘 恒夫 兵庫県 1977 三菱重工高砂製作所
ノーギア 83㎏級 県外 125 松岡 徹 大阪府 1976 WTC藤井寺
ノーギア 83㎏級 Ｍ３ 126 花田 隆 兵庫県 1953 マッスルプロダクション
ノーギア 83㎏級 Ｍ４ 127 藤本 章夫 兵庫県 1967 フジモトジム
ノーギア 93㎏級 Ｍ３ 128 星山秀明 兵庫県 1959 個人

ノーギア 83㎏級 一般 28 小山 瑛一 兵庫県 1994 フジモトジム 〇
ノーギア 83㎏級 一般 29 田畑 勇輝 兵庫県 1997 個人 〇
ノーギア 83㎏級 一般 30 安田 賢一 兵庫県 1993 GOLD　GYM KOBE 〇
ノーギア 83㎏級 一般 31 宮崎　一将 兵庫県 1997 グッドコンディション 新人
ノーギア 83㎏級 一般 32 樋口 直 兵庫県 1997 マッスルプロダクション 新人
ノーギア 83㎏級 一般 33 野上 駿 兵庫県 1992 クリスタルパワージム
ノーギア 83㎏級 Ｍ１ 34 坂井 宏輔 兵庫県 1982 グッドコンディション
ノーギア 83㎏級 Ｍ１ 35 石坂 将宏 兵庫県 1981 個人 〇
ノーギア 83㎏級 Ｍ１ 36 高見 洋輔 兵庫県 1980 個人 〇 新人
ノーギア 83㎏級 Ｍ１ 37 山本 勝三 兵庫県 1975 パワーハウス赤穂 新人
ノーギア 83㎏級 Ｍ１ 38 上山 利紀 兵庫県 1974 個人 〇
ノーギア 93㎏級 一般 39 梶井 貴博 兵庫県 1993 RECON 当確
ノーギア 93㎏級 一般 40 遠山 勝登 兵庫県 1985 フジモトジム
ノーギア 93㎏級 一般 41 松井 淳也 兵庫県 1993 ＲＥＣＯＮ 当確
ノーギア 93㎏級 Ｍ１ 42 越野 貴史 兵庫県 1974 クリスタルパワージム 当確
ノーギア 93㎏級 県外 43 佐藤 順一 北海道 1969 個人
ノーギア 105㎏級 一般 44 山下 秀平 兵庫県 1990 パワーハウスかみかわ 当確 新人
ノーギア 105㎏級 ＪＲ 45 藤原 颯人 兵庫県 2001 個人 当確 新人
ノーギア 120㎏級 一般 46 名古 竜平 兵庫県 1990 パワーハウス神河 当確 新人
ノーギア 120㎏級 一般 47 阪田 達也 兵庫県 1976 RECON 当確
ノーギア 93㎏級 一般 129 代谷 健次 兵庫県 1985 GYM＆BAR PUMP-YA
ノーギア 93㎏級 一般 130 管 宥耶 兵庫県 1990 尼崎パワーリフティング同好会
ノーギア 93㎏級 一般 131 藤原 和人 兵庫県 1976 雷神ファクトリー
ノーギア 105㎏級 ＪＲ 132 木之下 竜也 兵庫県 2001 個人
ノーギア 120㎏超級 一般 133 福永 翔 兵庫県 1993 マッスルプロダクション
フルギア 52㎏級 Ｍ２ 134 山口　純子 兵庫県 1968 フジモトジム
フルギア 59㎏級 県外 135 重久 元幾 大阪府 1980 個人
フルギア 83㎏級 県外 136 松岡 徹 大阪府 1976 WTC藤井寺
フルギア 83㎏級 Ｍ３ 137 花田 隆 兵庫県 1953 マッスルプロダクション
フルギア 83㎏級 Ｍ４ 138 藤本 章夫 兵庫県 1967 フジモトジム
フルギア 93㎏級 Ｍ３ 139 星山秀明 兵庫県 1959 個人
フルギア 66㎏級 県外 140 小林 義雄 大阪府 1988 K`s gym
フルギア 74㎏級 一般 141 深河 正 兵庫県 1972 マッスルプロダクション
フルギア 120㎏級 県外 142 植村 一穂 大阪府 1992 K`s gym
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試技終了　１９時４５分

第40回兵庫県パワーリフティング選手権　2022国体県予選　兵庫県民体育大会
第24回兵庫県ベンチプレス選手権　4月10日　パワーフラッシュアリーナ
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デッドリフト　パワーA→パワーB

パワー②セッション　試合開始１５時１０分　検量１３時１０分
シングルベンチC　試合開始１６時２５分　検量１４時２５分

試技順　スクワット　パワーC→パワーD　
ベンチ　シングルベンチC→パワーC→パワーD

デッドリフト　パワーC→パワーD

試技順　スクワット　パワーA→パワーB　
シングルベンチB　試合開始１３時１０分　検量１１時１０分
シングルベンチA　試合開始１１時００分　検量９時００分
パワー①セッション　試合開始９時３０分　検量７時３０分

ベンチ　シングルベンチA→パワーA→パワーB→シングルベンチB
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